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１. 序 

南街・桜が丘地域防災協議会は平成２０年(２００８年)０４月０１日に１７団体(自治 

会及びマンション管理組合)で発足し、本年度で１１年が経過しましたが、現在は２１団

体が加盟し地域の防災活動及び各団体の各種イベントにも参加して、地域活性化の活動

を支援しており、昨年度同様令和元年度(２０１９年度)も多くの事業を実施しました。 

 以下に本年度の活動状況を報告致します。 

 

２． ２０１９年度実施事業報告 

 2.1 事業報告書 

    当防災協議会の２０１９年度の事業報告(書)は下記の通りです。 

 

  ２０１９年度南街･桜が丘地域防災協議会事業報告 

               

                         南街･桜が丘地域防災協議会本部 

                             ２０２０年０３月３１日 

 

 

当防災協議会の２０１９年度の事業報告は以下の通りです。 

１． ２０１９年度実施の事業報告 

1.1 協議会本部関連事業 

  (1) 定例役員会 

    (a) ４月次役員会   ；０４月０９日  

    (b) ５月次役員会   ；０５月１４日 

    (c) ６月次役員会   ；０６月１１日 

    (d) ７月次役員会   ；０７月０９日 

    (e) ８月次役員会   ；０８月１３日 

  (f)  ９月次役員会   ；０９月１０日 

    (g) １０月次役員会 ；１０月０８日 

    (h) １１月次役員会 ；１１月１２日 

    (i) １２月次役員会 ；１２月１０日 

    (j) ０１月次役員会  ；０１月１４日 

    (k) ０２月次役員会 ；０２月１１日 

    (l) ０３月次役員会  ；０３月１０日 

 

  (2)  たんぽぽ定例打ち合わせ 

    (a) ４月次打ち合わせ  ；０４月０９日 

    (b) ５月次打ち合わせ  ；０５月１４日 

    (c) ６月次打ち合わせ  ；食品の含有放射線量の測定０６月１１日 

    (d) ７月次打ち合わせ  ；０７月０９日 

    (e) ８月次打ち合わせ  ；０８月２９日 

   (f)  ９月次打ち合わせ  ；０９月１０日 

   (g) １０月次打ち合わせ；１０月０８日 

   (h) １１月次打ち合わせ；食品の含有放射線量の測定；１１月１２日  

    (i) ０１月次打ち合わせ；０１月１４日 

   (j) ０２月次打ち合わせ；食品の含有放射線量の測定；０２月１１日 

   (k)  ０３月次打ち合わせ；０３月０９日 
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(3) ２０１９年度総会              ；０５月１１日 

  (4) 普通救命技能認定講習会           ；０６月１５日 

  (5) 第二小学校／第二中学校設置防災倉庫開錠訓練 ；０７月０２日 

 (6)  所有機器の点検及び操作訓練           ；０７月２０日 

  (7) 可搬ポンプ操作講習会            ；０８月１０日 

  (8) 上半期総会                 ；０８月３１日    

  (9)  総合防災訓練                 ；０９月１４日 

  (10)  本所防災館見学／体験           ；１１月１４日 

  (11) 東京防災学習セミナー            ；１２月０８日 

  (12) 東大和市第七分団出初め式の参加          ；０１月１２日 

  (13)  所有機器の点検及び操作訓練           ；０２月２２日 

   

 1.2 参加団体のサロン／その他の活動(防災／お祭り／イベント開催)状況 

    以下の活動は各自治会の独自活動報告で、各団体の活動への参考にして戴く為に 

   お知らせしております。 

  1.2.1 各団体のサロン活動 

  (1) 第一光ヶ丘自治会；毎月；第二土曜日 

  (2) 栄一丁目自治会；毎月；１５日、金曜日；３回 

  (3) 栄二丁目自治会；毎月；第二／第四木曜日 

  (4) 栄三丁目自治会；長寿会；１１月１１日 

  (5) 末広一丁目自治会；奇数月；第二月曜日、偶数月；第一火曜日 

  (6) 親和自治会；映画サロン／交流会；０４月０７日、０６月１６日、 

０８月１８日、１０月２０日、１２月１５日、 

              ０２月１６日 

  1.2.2 各団体の活動関連 

   (1) 自治会集会所の清掃(草取り)の実施     ；０４月０６日 

  (2)  栄二丁目自治会のお花見           ；０４月０６日 

   (3) 第一光ヶ丘自治会さくら祭り        ；０４月０６日 

  (4) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃       ；０４月０６日 

  (5) 末広一丁目睦会(自治会)のお花見の会    ；０４月０７日 

  (6) ２０１９年度親和自治会映画サロン／交流会 

    (a)  王様と私                  ；０４月０７日 

(b)  裏窓                    ；０６月１６日  

(c)  男はつらいよ                  ；０８月１８日  

(d)  男と女                   ；１０月２０日  

(e)  スイングホテル                ；１２月１５日    

(f)  私をスキーに連れてって              ；０２月１６日  

(7)  栄二丁目自治会広報誌  

    (a)  にっこり広場第１９号 ；０４月２５日発行  

    (b)  にっこり広場第２０号 ；０５月２５日発行  

    (c)  にっこり広場第２１号 ；０６月２５日発行  

(d)  にっこり広場第２２号 ；０７月２５日発行  

    (e)  にっこり広場第２３号 ；０９月２５日発行  

(f)  にっこり広場第２４号 ；１０月２５日発行  

    (g)  にっこり広場第２５号 ；１２月１０日発行  

    (h)  にっこり広場第２６号 ；１２月２５日発行  

    (i)  にっこり広場第２７号 ；０２月２５日発行  

    (j)  にっこり広場第２８号 ；０３月２５日発行      
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(8) 栄三丁目自治会防災訓練         ；０６月０１日  

(9)  南街二丁目協和２・１自治会防災訓練   ；０６月１６日  

   (10) 南街自治会集会所の清掃        ；０６月２２日 

(11) 栄二丁目自治会防災訓練        ；０６月２３日  

(12) 栄一丁目自治会防災訓練        ；０６月３０日 

  (13) 富士見通り商栄会七夕祭り       ；０７月６日／７日 

   (14) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃      ；０７月１３日 

   (15) プラウド地区自治会地域清掃      ；０７月２０日  

   (16) 夏休みこどもラジオ体操会(協和二／三) ；０７月２２日～２６日  

(17) 第一光ヶ丘自治会防災訓練       ；０７月２７日  

(18) 第７２回ふるさと南街栄一丁目自治会夏祭り ；０８月０３日／０４日 

(19) 南街睦夏祭り               ；０８月０３日／０４日 

(20) 栄二丁目自治会暑気払い          ；０８月１１日  

(21)  東京ユニオンガーデン第１３回夏祭り    ；０８月１７日  

(22) 第１５回第一光ヶ丘自治会夏祭り      ；０８月２４日  

(23) 栄三丁目自治会子供祭り                    ；０８月２４日（中止） 

(24)  花火開放日                 ；０８月２４日  

(25) 南街二丁目協和三自治会夏休み子ども納涼祭 ；０８月２５日  

(26)  栄三丁目自治会パンダ公園清掃       ；０９月０１日 

(27)  末広二丁目自治会夏まつり          ；０９月０８日(中止) 

(28)  プラウド地区自治会カレー懇談会      ；０９月２９日 

(29) 東京ユニオン防災訓練            ；１０月０５日  

(30)  第２回ひがしやまと空堀川・川まつりの取材報告；１０月１２日(中止) 

(31)  栄二丁目自治会秋祭り                      ；１０月１４日 

(32)  協和二丁目自治会イチョウ祭り              ；１０月２０日  

(33)  栄三丁目自治会防災機器操作／見守り訓練   ；１０月２６日 

(34) 湯島小学校避難所開設訓練         ；１０月２７日 

(35)  栄三丁目自治会立木枝伐採及びα化米炊き出し訓練；１１月０９日 

(36)  南街・桜が丘地域内公園の花いっぱい運動への参加；１１月２０日 

(37) 栄三丁目自治会バーベキュー大会      ；１１月２３日(中止) 

(38) ２０１９年度協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会；１１月２７日  

(39) 東京ユニオンガーデン冬イベント           ；１２月０1 日 

(40) もちつき大会(第一光ヶ丘自治会)           ；１２月１４日 

(41)  第五回栄一丁目自治会もちつき大会         ；１２月１５日 

(42) 栄二丁目餅つき大会            ；１２月２１日 

   (43) 協和三自治会餅つき大会          ；１２月２２日       

     (44) 末広一自治会餅つき大会          ；１２月３０日 

     (45)  東京ユニオンガーデン東京防災セミナー   ；０２月０８日 

     (46) ２０１９年東京防災学習セミナー(東邦自治会) ；０２月１６日 

 

1.3 関連機関の活動状況 

  (1)  南街地区自治会集会所運営委員会 

   (a) ２０１９年度初度総会；０５月２５日 

(b) 定例委員会 

    (ｲ) ０８月１７日 

   (ﾛ) ０２月１６日 

 (c)  定例草取り 

  ０４月０６日、０６月２２日、１１月０９日 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/1d984f6f88454836217bf72053bf62c5.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/f06f1ae31197a4e0c651938fe4c79503.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/6eb55442180ca60cdc42b3ee315cf4f3-1.pdf
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 (2) 東大和市 

   (a) うまかんべえー祭りへの参加 ；０５月１１／１２日 

   (b) 行政無線を用いた全国一斉情報伝達訓練の実施(5/15,8/28,12/04,02/19)   

 (c) 自治会長等会議      ；０５月２４日 

   (d) 環境市民の集い     ；０６月０２日 

   (e) 水防訓練          ；０６月０９日 

   (f)  避難所体験訓練     ；０６月１５日 

(g) 総合防災訓練      ；０９月０１日 

   (h) 運動会       ；０９月２２日(雨天中止) 

   (i) 災害時の給水訓練  ；１０月０７日 

   (j) 第５０回産業祭   ；１１月０２／０３日 

   (k)  第４９回東京都消防操法大会；１１月１６日 

   (l)  出初式／第七分団    ；０１月１２日 

   (m)  災害時のプールの水利用の給水訓練；０１月２９日 

   (n)  防災フェスタ        ；０３月０８日（中止） 

 

(3) 第二小学校 

   (a) 入学式         ；０４月０８日  

   (b) 運動会の開催      ；０５月２５日（第１回）／０６月２２日（第２回） 

   (c) 学校運営委員会(防災訓練内容確認)；０６月２２日 

   (d) 展覧会              ；１１月０８／０９日 

   (e) 卒業式              ；０３月２５日 

  

(4) 第二中学校 

(a) 入学式        ；０４月０９日 

   (b) 体育大会の開催      ；０６月０１日 

   (c) 作品展         ；０３月０7日（中止） 

   (d) 卒業式        ；０３月１９日 

 

(5) 都立東大和南高校 

(a) 第一回防災教育推進委員会  ；０６月０５日 

(b) 宿泊防災訓練              ；０６月２１／２２日 

(c) 第３５回楠翔祭      ；０９月０７／０８日 

(d) 第二回防災教育推進委員会  ；１０月１６日 

(e) 吹奏楽部定期演奏会    ；０３月２７日（中止） 

 

(6) 都立東大和高校 

 (a) 第一回防災教育推進委員会   ；０６月０５日 

(b) 宿泊防災訓練         ；０８月２３／２４日  

(c) 第４７回楢木祭       ；０９月１４／１５日 

(d)  第二回防災教育推進委員会  ；１０月３０日 

(e) 吹奏学部定期演奏会        ；０３月２６日（中止） 

 

(7) 北多摩西部消防署 

(a) 危険物安全週間             ；０６月０２～０８日 

(b) 令和元年度防火防災会定期総会 ；０６月２２日  

（c） 防火のつどい          ；１１月１２日 
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（8）東大和警察  

(a)1. 法務省からのハガキ詐欺  ；０２月２７日  

  (a)2. キャッシュカード詐欺    ；０２月２７日  

 (a)3. 還付金詐欺の注意喚起    ；０２月２７日  

 (b)  アポ電に注意喚起(そ 1)  ；０３月０５日   

     (c)  詐欺注意喚起(２件)    ；１２月２７日 

       ・キャッシュカードすり替え 

       ・還付金詐欺 

   (d)  注意喚起(２件)     ；０２月１７日 

       ・アポ電に注意喚起(その２) 

       ・「巡回連絡カード」記載の協力依頼 

   (e)  一件のお知らせ     ；０２月２２日 

       ・警視庁からのお知らせ 

 

(9) 南街公民館 (市民センター)／児童館 

(a)  街づくり懇談会 

  (ｲ) １０月０３日(木)；災害関連死の予防について 

(ﾛ) １０月１７日(木)；進歩する宇宙科学(JAXA見学) 

(ﾊ) １１月０７日(木)；都市マスタープランを知ろう 

(ﾆ) １１月２８日(木)；ごみと資源物の現状を知ろう 

(ﾎ) １２月０５日(木)；資源物中間処理施設見学 

(ﾍ) １２月１９日(木)；詐欺の現状と身を守るための対応策 

(b) 空間放射線量の測定；６月から３カ月毎の第二水曜日実施(年間４回実施) 

  (ｲ) ０６月１２日 

  (ﾛ) ０９月１１日 

  (ﾊ) １２月１１日 

  (ﾆ) ０３月１１日 

  (ﾎ) 平成２３年度～２０１９年度測定結果 

(c) 地域のクリーン作戦；０３月２１日（中止） 

 

(10) 東大和市社会福祉協議会 

(a) ２０１９年度災害ボランティアセンター協議会定例会 

  (ｲ) 第一回 ；０４月１５日 

  (ﾛ) 第二回 ；０７月２２日 

  (ﾊ) 第三回 ；０９月０９日 

   (ﾆ) 第四回 ；１１月１８日 

   (ﾎ) 災害ボラセン立ち上げ訓練；０１月２５日 

   (ﾍ) 第五回 ；０２月１７日 

(b) 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会  

   (ｲ) 第１回 ；０４月２５日 

  (ﾛ) 第２回 ；０６月２７日 

  (ﾊ) 夏／体験ボランティア(石けん作り)；０７月２３日 

  (ﾆ)  夏／体験ボランティア(傾聴)   ；０７月２６日  

  (ﾎ) 夏／体験ボランティア(点字、アイマスク、車椅子)；０８月０７日 

  (ﾍ) 第３回 ；０８月２２日 

  (ﾄ) 合同会議：０９月０５日 

    (ﾁ) 第４回 ；１０月０４日 

  (ﾘ) 福祉教育(車椅子体験)(東大和市立第二小学校)；１０月１８日 
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  (ﾇ) 令和元年度 あいさつ運動；１１月０５日 

    (ﾙ) 第５回 ；１２月０６日 

  (ｵ) ボランティア登録者研修会（イザ！カエルキャラバン！）；０２月０７日 

    (ﾜ) 第６回 ；０２月１３日  

(c) 自治会長会議 

   (ｲ) 第一回自治会長・管理組合理事長総会；０６月２８日          

    (ﾛ) 第二回自治会長・管理組合理事長総会；０９月１９日 

(d) ふれあい歩こう会 

   (ｲ) ふれあい歩こう会（春）；０５月２３日 

    (ﾛ) ふれあい歩こう会（秋）；１０月２１日 

(e) 第４２回福祉祭        ；１１月１０日 

(f) てとてとの発行 

    (ｲ) 創刊号；０５月１０日 

  (ﾛ) 第２号；０９月１０日 

  (ﾊ) 第３号；０１月１０日 

 

(11) 東大和病院 

  (a) 健康フェア        ；０５月１９日 

  (b) 災害トリアージ訓練；１１月０９日 

 

(12) 都立東大和南公園 

    (a) 公園でちょこっとボランティア ；０５月１５日 

   (b) みなみ公園祭り        ；０５月２６日 

     (c) ２０１９年度防災会議     ；０９月２６日 

   (d) 防災訓練           ；１１月１７日 

 

1.4    ホームページ（無料）／ブログ（無料）の更新；随時  

(1)  本協議会のホームページ；担当；高田 

● 名称；「南街・桜が丘地域防災協議会」 

  アドレス；https;//nangai-sakuragaoka-bousai.jimdo.com  

 

(2)  本協議会のブログ開設(上北台公民館の市民ネットへの参加)；担当；岡田 

 ● 名称；「南街・桜が丘地域の各種団体の活動報告」 

    アドレス；https;//nangaisakuragaoka.blog.fc2.com 

 

(3)  ポータルサイト(上北台公民館事業) 

   ● 東大和どっとネット 

  アドレス；https://higashiyamato.net/    

● 考えよう街創り 

アドレス；https://higashiyamato.net/thinking 

 

1.5 ２０１９年度の発行報告書は以下の通りです。  

1.5.1 地域の放射線量の測定  

     (1) ０６月１２日測定     

     (2) ０９月１１日測定  

    (3) １２月１１日測定     

(4) ０３月１１日測定  

    (5) 平成２３年度から２０１９年度迄の測定変化グラフ  
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1.5.2 食品の含有放射線量測定  

    (1)  ０６月１１日測定      

    (2)  １１月１２日測定       

    (3)  ０２月１１日測定  

 

1.5.3 東大和市関連  

1.5.3,1 市役所関連 

   (1) 第８回うまかんべー祭りの開催；０５月１１日／１２日 

   (2) 防災行政無線の全国一斉放送(5/15,8/28,12/04,02/19) 

   (3) 自治会長会議         ；０５月２４日 

   (4) 環境市民の集い        ；０６月０２日  

(5) 水防訓練           ；０６月０９日   

(6) 東大和市避難所体験訓練      ；０６月１５日 

    (7) 東大和市総合防災訓練        ；０９月０1 日 

    (8) 災害時の給水訓練      ；１０月０７日 

    (9) 第５０回東やまと産業まつり ；１１月２／３日 

    (10) 第４９回東京都消防操法大会  ；１１月１６日 

    (11) 東大和市消防団出初式        ；０１月１２日  

   (12) 災害時のプールの水利用の給水訓練；０１月２９日 

    (13) 防災フェスタ                ；０３月０８日（中止） 

 

1.5.3.2 南街公民館 

   (1) 街づくり懇談会 

       (ｲ) １０月０３日(木)；災害関連死の予防について 

(ﾛ) １０月１７日(木)；進歩する宇宙科学(JAXA 見学) 

(ﾊ) １１月０７日(木)；都市マスタープランを知ろう 

(ﾆ) １１月２８日(木)；ごみと資源物の現状を知ろう 

(ﾎ) １２月０５日(木)；資源物中間処理施設見学 

(ﾍ) １２月１９日(木)；詐欺の現状と身を守るための対応策 

    (2) 地域のクリーン作戦；０３月２１日（中止） 

 

1.5.4  北多摩西部消防署関連  

 (1) 危険物安全週間；０６月０２日～０８日  

    (2) 防火防災会    ；０６月２２日   

     (3) 防火のつどい ；１１月１２日 

 

1.5.5  東大和市社会福祉協議会関連  

1.5.5.1 東大和市災害ボランティアセンター協議会定例会  

   (1) 第１回 ；０４月１５日(月)  

   (2) 第２回 ；０７月２２日(月)  

   (3) 第３回 ；０９月０９日(月)  

    (4) 第４回 ；１1 月１８日(月)     

    (5) 災害ボランティアセンター設置訓練 ；０１月２５(土)  

   (6) 第５回 ；０２月１７日(月)    

 

1.5.5.2 東大和ボランティア・市民活動センター運営委員会  

   (1) 第１回；０４月２５日   

    (2) 第２回；０６月２７日   
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   (3) 夏！体験ボランティア(石けんづくり)；０７月２３日 

(4)  夏！体験ボランティア(傾聴) ；０７月２６日 

(5)  夏！体験ボランティア(点字他)；０８月０７日 

   (6) 第３回；０８月２２日  

   (7) 合同会議；０９月０５日 

    (8)  第４回；１０月０４日 

   (9) 福祉教育(車椅子体験)(東大和市第二小学校)；１０月１８日 

   (10) 令和元年度 あいさつ運動；１１月０５日 

    (11)  第５回；１２月０６日  

   (12) ボランティア登録者研修会(イザ！カエルカラバン！)；０２月０７日 

   (13)  第６回；０２月１３日 

 

1.5.5.3 自治会長会議  

 (1) 第一回；０６月２８日     

   (2) 第二回；０９月１９日  

 

1.5.5.4 ふれあい歩こう会 

    (1) ふれあい歩こう会(春)；０５月２３日 

   (2) ふれあい歩こう会(秋)；１０月２１日 

 

1.5.5.5 第４２回福祉祭    ；１１月１０日  

 

1.5.5.6 てとてとの発行 

   (1)  創刊号：０５月１０日 

    (2)  第２号；０９月１０日 

    (3)  第３号；０１月１０日 

 

1.5.6 防災協議会本部事業関連  

    (1)  ２０１９年度防災協議会初度総会      ；０５月１１日  

(a) 開催通知   

     (b) 開催報告  

    (2)  普通救命技能認定講習会           ；０６月１５日 

    (3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練       ；０７月０２日   

    (4) 防災機器操作訓練             ；０７月２０日   

    (5) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１０日 

    (6) 上半期総会                ；０８月３１日 

    (7) 総合防災訓練               ；０９月１４日  

     (8)  本所防災館の見学／体験          ；１１月１４日 

    (9)  東京防災学習セミナー           ；１２月０８日 

    (10) 東大和市消防団第七分団出初式へ参加    ；０１月１２日  

    (11) 防災機器操作訓練             ；０２月２２日  

     

1.5.7 第二小学校 

    (1) 入学式   ；０４月０８日 

(2)  運動会     ;０５月２５日(第 1 回)／０６月２２日(第２回) 

    (3) 展覧会   ；１１月０８／０９日 
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1.5.8  第二中学校 

   (1) 体育大会    ；０６月０１日 

   (2) 作品展     ；０３月０7 日（中止） 

 

1.5.9  都立東大和南高校 

   (1) 宿泊防災訓練  ；０６月２１／２２日  

   (2) 文化祭      ；０９月０７／０８日 

   (3) 吹奏楽定期演奏会；０３月２７日（中止） 

 

1.5.10  都立東大和高校 

   (1) 宿泊防災訓練  ；０８月２３／２４日  

   (2) 文化祭      ；０９月１４／１５日 

   (3) 吹奏楽定期演奏会；０３月２６日（中止） 

 

1.5.11  東大和病院  

   (1) 健康フェア   ；０５月１９日    

(2) トリアージ   ；１１月０９日 

 

1.5.12  東大和警察 

   (1)1. 法務省からのハガキ詐欺 ；０２月２７日 

   (1)2. キャッシュカード詐欺  ；０２月２７日 

   (1)3. 還付金詐欺の注意喚起  ；０２月２７日 

   (2)  アポ電に注意喚起(その 1) ；０３月０５日  

     (3)  詐欺注意喚起(２件)    ；１２月２７日 

       ・キャッシュカードすり替え 

       ・還付金詐欺 

    (4)  注意喚起(２件)      ；０２月１７日 

       ・アポ電に注意喚起(その２) 

       ・「巡回連絡カード」記載の協力依頼 

(5)  一件のお知らせ      ；０２月２２日 

       ・警視庁からのお知らせ 

 

1.5.13  都立東大和南公園 

   (1) 公園でちょっことボラアンティア；０５月１５日  

   (2) みなみこうえん祭り２０１９  ；０５月２６日  

   (3) 防災訓練           ；１１月１７日 

     

1.5.14  南街・桜が丘地域防災協議会 

  (1) 敷地内清掃 

   (a) ０４月０６日(土) 

   (b) ０６月２２日(土) 

   (c) １１月０９日(土) 

 

1.5.15  各団体の活動関連  

   (1) 自治会集会所の清掃(草取り)の実施；０４月０６日 

   (2) 栄二丁目自治会のお花見     ；０４月０６日 

   (3)  第一光ヶ丘自治会さくら祭り   ；０４月０６日   

   (4) 栄三丁目自治会パンダン公園清掃 ；０４月０６日 
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  (5)  栄三丁目自治会防災訓練          ；０６月０１日 

  (6) ２０１９年度親和自治会映画サロン／交流会 

    (a) 王様と私            ；０４月０７日 

    (b) 裏窓             ；０６月１６日 

  (c) 男はつらいよ         ；０８月１８日 

(d) 男と女            ；１０月２０日 

(e)  スイングホテル        ；１２月１５日 

     (f)  私をスキーに連れてって    ；０２月１６日 

(7)  栄二丁目自治会広報誌 

     (a)  にっこり広場第１９号      ；０４月２５日発行 

     (b)  にっこり広場第２０号      ；０５月２５日発行  

     (c)  にっこり広場第２１号      ；０６月２５日発行  

     (d)  にっこり広場第２２号      ；０７月２５日発行 

     (e)  にっこり広場第２３号      ；０９月２５日発行  

     (f)  にっこり広場第２４号      ；１０月２５日発行  

     (g)  にっこり広場第２５号      ；１２月１０日発行  

     (h)  にっこり広場第２６号      ；１２月２５日発行  

     (i)  にっこり広場第２７号      ；０２月２５日発行 

(j)  にっこり広場第２８号      ；０３月２５日発行  

(8) 栄三丁目自治会防災訓練                   ；０６月０１日 

(9) 南街二丁目協和２・１自治会防災訓練       ；０６月１６日 

(10) 南街自治会集会所の清掃          ；０６月２２日 

(11) 栄二丁目自治会防災訓練           ；０６月２３日 

(12) 栄一丁目自治会防災訓練          ；０６月３０日  

(13) 富士見通り商栄会七夕祭り         ；０７月０６日／０７日 

(14) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃       ；０７月１３日 

(15) プラウド地区自治会地域清掃         ；０７月２0 日(写真なし)   

(16) 夏休み子どもラジオ体操会  ；０７月２２日～０７月２６日 

(17) 第一光ヶ丘自治会防災訓練         ；０７月２７日  

(18) 第７２回ふるさと南街栄一丁目自治会夏祭り ；０８月０３日、０４日  

(19) ２０１９年度南街祭り（東大和青年睦）   ：０８月０３日、０４日 

(20) 栄二丁目自治会暑気払い          ；０８月１１日  

(21) 東京ユニオンガーデン夏祭り        ；０８月１７日 

(22) 第１５回第一光ヶ丘自治会夏祭り           ；０８月２４日  

(23) 栄三丁目自治会子供祭り           ；０８月２４日(中止)  

(24) 花火開放日                ；０８月２４日  

(25) 南街二丁目協和三自治会夏休み子ども納涼祭 ；０８月２５日 

(26) 栄三丁目自治会パンダ公園清掃       ；０９月０１日 

(27) 末広二丁目自治会夏まつり         ；０９月０８日(中止) 

(28) プラウド地区自治会カレー懇談会      ；０９月２９日 

(29) 東京ユニオン防災訓練            ；１０月０５日  

(30) 第２回ひがしやまと空堀川・川まつりの取材報告 ；１０月１２日（中止） 

(31) 栄二丁目自治会秋祭り            ；１０月１４日 

(32) 協和二丁目自治会イチョウ祭り        ；１０月２０日  

(33) 栄三丁目自治会防災機器操作／見守り訓練   ；１０月２６日 

(34) 湯島小学校避難所開設訓練         ；１０月２７日 

(35) 栄三丁目自治会立木枝伐採及びα化米炊き出し訓練；１１月０９日 

(36) 南街・桜が丘地域内公園の花いっぱい運動への参加；１１月２０日 

https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/1d984f6f88454836217bf72053bf62c5.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/09/f06f1ae31197a4e0c651938fe4c79503.pdf
https://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2019/10/6eb55442180ca60cdc42b3ee315cf4f3-1.pdf
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(37) 栄三丁目自治会バーベキュー大会        ；１１月２３日(中止) 

(38) ２０１９年度協和二丁目自治会ごみ関連施設見学会；１１月２７日  

(39) 東京ユニオンガーデン冬イベント         ；１２月０1 日 

(40) もちつき(第一光ヶ丘自治会)           ;１２月１４日 

(41) 第五回栄一丁目自治会もちつき大会        ；１２月１4 日 

(42) 栄二丁目餅つき大会              ；１２月２１日 

(43) 協和三自治会餅つき大会            ；１２月２２日       

   (44) 末広一自治会餅つき大会            ；１２月３０日 

   (45) 東京ユニオンガーデン東京防災セミナー     ；０２月０８日 

     (46) ２０１９年度 東京防災学習セミナー(東邦自治会)；０２月１６日 

以上 

 

2.2 防災協議会主要事業明細 

     上記 2.1 項の事業報告書の内、下記の当防災協議会としての主要事業につ 

   いて、次ページ以降にその報告書の最初の１ページのみ掲載をしております。  

   

   1.5.6(1)  ２０１９年度防災協議会初度総会      ；０５月１１日  

   1.5.6(2)  普通救命技能認定講習会           ；０６月１５日 

   1.5.6(3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練       ；０７月０２日   

   1.5.6(4) 防災機器操作訓練             ；０７月２０日   

   1.5.6(5) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１０日 

   1.5.6(6) 上半期総会                ；０８月３１日 

   1.5.6(7) 総合防災訓練               ；０９月１４日  

    1.5.6(8)  本所防災館の見学／体験          ；１１月１４日 

   1.5.6(9)  東京防災学習セミナー           ；１２月０８日 

   1.5.6(10) 東大和市消防団第七分団出初式へ参加    ；０１月１２日  

   1.5.6(11) 防災機器操作訓練             ；０２月２２日 

 

上記 1.5.6 項以外の全ての発行資料は、本紙４項（５６～５９ページ

参照）に示す３種の無料のホームページ／ブログ／ポータルサイトでご

覧戴く事が出来ます。尚それぞれのサイトはお互いにリンク結合してお

りますので、いずれのサイトからもご覧になることが出来ます。 
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1.5.6(1)  ２０１９年度防災協議会初度総会;０５月１１日 

２０１９年度南街・桜が丘地域防災協議会初度総会の開催 

 

２０１９年０５月１１日 

南街・桜が丘地域防災協議会本部 

 

２０１９年０５月１１日に南街地区自治会集会所で２０１９年度南街・ 

桜が丘地域防災協議会初度総会が開催され、市長；尾崎様、北多摩西部消

防署；佐藤様、東大和警察署；木下様、防災安全課、東大和消防団第七分

団、第二小学校／PTA、東大和市社会福祉協会高齢者ホット支援センター

南街、東大和高校、東大和南公園、青少年対策委員会第二地区及び当防災

協議会加盟２１団体が参加して、 

● 平成３０年度事業／会計報告 

● ２０１９年度授業／費用予算計画 

協議会本部より説明を行い参加者により確認され、本年度の具体的な活動を開始 

致します。尚２０１９年度の事業計画は本紙２ページ及び３ページをご

確認下さい。 
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1.5.6(2)  普通救命技能認定講習会；０６月１５日 

 

        普通救命技能認定講習会実施報告 
 

                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部 

                             ２０１９年０６月１５日 

 

  ２０１９年０６月１５日に標題講習会を南街地区自治会集会所にて、東京防

災救急協会；山崎様及び北多摩西部消防署；影山様にご指導して戴き心肺蘇生、

人工呼吸、AED(除細動、電気ショック)の使用方法、気道異物除去及び止血方法

を小学生含む防災協議会の会員３４名が参加し、模擬訓練用人体；７体を使用

して受講致しました。 

 大変熱心なご指導をして戴きましたので、大変有意義な講習会であったと思います。 

 

 講習会開始関係者挨拶   

  東京防災救急協会     北多摩西部消防署    防災協議会本部長  

     山崎様         影山様          岡田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  講習会受講の皆様 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://higashiyamato.net/thinking/2018/06/11/平成%ef%bc%93%ef%bc%90年度普通九救急救命認定講習会開催報告/
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1.5.6(3) 東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練；０７月０２日  

 

 ◎東大和市防災備蓄倉庫開錠訓練参加告   

南街・桜が丘地域防災協議会本部 

 

 東大和市防災安全課様のご説明により、東大和市立第二中学校及び第二小学

校に設置されている、東大和市防災備蓄倉庫の開場訓練が実施されました。２中・

２小の先生・PTA、当防災協議会加盟団体、東大和市社会福祉協議会など、３４名

の参加者があり、当防災協議会加盟団体がお預かりしている鍵で開錠し、収納内

容の説明・確認を受けました。 

 

★訓練に先立ち、ご挨拶・説明 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二中学校 PTA の皆様 第二小学校 PTAの皆様 

第二中学校防災備蓄倉庫前で  参加の皆様 

南街・桜が丘地域防災協議会 

本部長 

第二中学校 

副校長先生 

第二小学校 

副校長先生 

ご説明をして頂いた 防災安全課様 

http://higashiyamato.net/thinking/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/8e4f81fe266d43aefabbfad3537f43b1.pdf
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1.5.6(4) 防災機器操作訓練；０７月２０日 

    

◎防災資機材操作訓練 実施報告書 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 当防災協議会所有の防災資機材操作訓練が、各自治会・管理組合など２４名の

方々の参加により、心配された降雨も無く、熱心に実施されました。 

年２回行われているこの訓練の目的は、①「協議会所有防災資機材の内容・使用方

法の確認」に加え、②「資機材のメンテナンス（動作確認）」です。 

事前の点検はありましたが、前回（２月）に行われた訓練で指摘のあった不具合もな

く、予定された資機材のチェックを無事完了致しました。 

 

１．ご挨拶・訓練説明 
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1.5.6(5) 可搬ポンプ／スタンド パイプセット操作訓練；０８月１０日 

 

◎可搬ポンプ及びスタンドパイプ操作講習会実施報告 
                         南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部                           

  ０８月１０日に、当防災協議会主催の可搬ポンプ及び消火栓（スタンドパイプセットからの放水）

の操作講習会を、東大和市消防団第七分団のご指導で実施致しました。  

当日は盛夏の猛暑の中１６名の皆様の参加があり、所定の訓練を無事終了する事が出来まし

た。ご指導して戴いた第七分団の団員の皆様に、本紙にて改めて御礼申し上げます。  

 

★講習会実施にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★可搬ポンプ（1：25の混合ガソリンによる、２サイクルエンジン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スターターを引きます。 

 

 

東大和市消防団第七分団分団長 

 

 

 

南街・桜ヶ丘地域防災協議会本部長 

 

 

 

第七分団 団員の皆様 

 

 

 

参加の皆様 

 

 

 マニュアル順（テプラの番号順）

に起動してください。 

 

 

給水ホースの先が飛び出ないよう、

おさえて頂いています。 
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1.5.6(6) 上半期総会；０８月３１日 

 

 

南街・桜が丘地域防災協議会２０１９年度上半期総会の開催 
 

                         南街・桜が丘地域防災協議会本部 

                             ２０１９年０８月３１日 

 

 ２０１９年０８月３１日に南街・桜が丘地域防災協議会の２０１９年度上半期総会が開

催されました。総会には東大和市社会福祉協議会、南街公民館、高齢者ほっと支援南街、

都立東大和南高校、東大和市第二小学校／PTA、東大和市第二中学校、都立東大和南公園

及び加盟２１団体の皆様にご参加して戴き、 

下記の議事内容 

 

     ● ２０１９年度事業報告(上半期；実施／下半期；計画) 

● ２０１９年度発行資料(上半期；発行済み／下半期；計画)   

● ０９月１４日(土)開催の防災訓練 

(1) 第一部；東大和第二小学校／第二中学校主催防災訓練説明 

(2) 第二部；南街・桜が丘地域防災協議会主催総合防災訓練説明 

を確認致しました。 

 

 主要関連資料は次ページ以降をご覧下さい。  
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1.5.6(7) 総合防災訓練；０９月１４日  

◎２０１９年度（第１２回）総合防災訓練 
東大和市立第二中学校 

                          東大和市立第二小学校防災対策委員会 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 

 東大和市立第二中学校/第二小学校防災対策委員会及び、南街・桜が丘地域防

災協議会に加盟の２１団体と合同で、２０１９年度（第１２回）総合防災訓練（第一部、

第二部）を実施致しました。 

（第一部） 

   学校主催。 

   震災時一時避難所として、二中・二小が安全に使用できるかを点検。 

（第二部） 

   地域全体での体験型総合防災訓練（VR車を含め、約３００名が参加）。 

   地域防災の講演・避難所体験・トイレ体験（マンホールトイレ・段ボールトイレ）を

実施。 

更に、VR車体験・災害対応品展示・パネル展示を、自由体験・閲覧。 

（参加・協力団体） 

・東大和市立第二中学校（教員/PTA/生徒） 

・東大和市立第二小学校（教員/PTA/生徒） 

・北多摩西部消防署 

・東大和市社会福祉協議会 

・東大和市防災安全課 

・東大和市高齢者ほっと支援センターなんがい 

・東京都立東大和高校（教員） 

・東京都立東大和南高校（教員、生徒） 

・東大和市議会議員 

・南街公民館 

★第一部（二中・二小の学校点検） 
１．東大和市立第二中学校の学校点検 

   （参加者）第二中学校教員/PTA/生徒、 

南街・桜が丘地域防災協議会加入の自治会の防災担当者、 

         東大和南高校教員/生徒、東大和高校教員。 

  ⑴ 正面玄関で訓練説明 
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 1.5.6(8) 本所防災間の見学／体験；１１月１４日 

  ◎本所防災館見学と体験 
南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 当防災協議会女性班「たんぽぽ」の企画による視察研修、「本所防災館見学と体験」

が、実施されました。これは災害や異常気象に備えるため、自主防災と女性の視点

からの研修として企画されたものです。東大和市防災安全課様のご配慮によるチャ

ーターバスにて、男性９名を含む総勢２３名の参加を得て、研修してきました。 

 午後の自由時間には、浅草の「まるごとにっぽん」にて、昼食や日本産製品の買い

物を楽しみ、近隣の浅草寺などを散策致しました。 

 

★出発 

 

 

 

 

 

 

 

 

★本所防災館 

 １．自由体験（１F） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災クイズに挑戦 

中型バスにて、南街市民

センターを出発。 
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1.5.6(9) 東京防災学習セミナー；１２月０８日 

 

◎東京防災学習セミナー（避難所運営の進め方） 
南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

  東京都の防災事業の一環として、「東京防災学習セミナー」が、東京都より派遣さ

れた防災専門家により、地域団体の主催で年２回実施されています。 

当協議会は２０１９年度として、Ｆコース（避難所運営の進め方）を選択し、本日南街公

民館にてセミナーを開催しました。南街や桜が丘の地域に即した「避難所運営」や、

「東京マイ・タイムライン」などを、グループの意見交換などを含め熱心に学習致しまし

た。 

 

★開会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★講義 

１．「東京防災」と「東京マイ・タイムライン」の紹介 

「３日後に台風が東京を直撃！あなたはどうしますか？」 

     風水害発生時の避難行動をあらかじめ決めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

講師；一般社団法人災害 

救援会技術インストラクター 

木中様 

進行 

(株)イオタ 

山上様 

ご挨拶 

南街・桜が丘地域防災協議会 

岡田本部長 

命
を
守
る
こ
と
を
記
入 
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1.5.6(10) 第七分団出初式へ参加；０１月１２日 

２０２０年１月１２日 

◎令和２年 東大和市消防団第七分団 消防出初式祝賀会 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

  毎年恒例の東大和市消防団第七分団の出初式祝賀会が、市の消防出初式が終

了した午後から、南街市民センターにて開催されました。 

普段お世話になっている、地域の各団体・自治会・管理組合・住民の方々と、第七分

団団員の皆様とで、ひと時親しく交流をさせて頂きました。 

★第七分団団員の皆様 

 

 

 

 

 

 

★開式の辞                    ★分団長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

★来賓祝辞・紹介(前半) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司会 三上様 

 

前消防団長 中澤様 

分団長 齊藤様  副分団長 大森様 

 

市議会議長 中間様 

都議会議員 関野様 都議会議員 尾崎様 
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1.5.6(11) 防災機器操作訓練；０２月２２日 

２０２０年０２月２２日 

◎防災資機材操作訓練 実施報告書 

南街・桜が丘地域防災協議会 本部 

 当防災協議会所有の防災資機材の操作訓練及び点検が、各自治会・管理組合・２

小 PTAなど２０名の方々の参加により、実施されました。 

年２回行われているこの訓練の目的は、①「協議会所有防災資機材の内容・使用方

法の確認」に加え、②「資機材のメンテナンス（動作確認）」です。 

新型コロナウィルスの蔓延も懸念されている昨今ではありますが、チェーンソーがな

かなか作動しないなどのトラブルもあるなか、参加の皆様のご協力により、予定され

た資機材のチェックを無事完了致しました。 

 

１．ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．トランシーバー（６台＋ユニオン様の１台＋第一光ヶ丘様の１台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓練の全体説明。 

トランシーバーの取り扱い説明。 


